
 



 

 

 

 

  

さて、今年 8月にリオデジャネイロオリンピックが開催されましたが、開幕前に行われたＩＯＣ総会において「空手道」が 2020

年東京オリンピックの追加競技として正式に決定致しました。これにより、日本発祥の武道である空手道が今後国際的競技として

更に大きな注目を集めていくことと思われます。 

極真会館も、これまでオリンピック競技化を推進してきた公益財団法人全日本空手道連盟とは友好団体として協力関係にあり、

極真会館所属の選手のオリンピック出場への道が正式に開かれたことになります。 

広く空手界に追い風が吹く中で、極真会館は昨年 11月に４年毎の最大行事である「全世界空手道選手権大会」の第 11回大会を開

催し、３日間で累計 22,000人の観客を動員するなど成功を収め、大会では各国から集った 192名の選手が白熱した試合を展開しま

した。 

このように極真会館では、４年に一度開催される無差別の世界大会を軸として、選手や組織の新陳代謝が図られて成長を遂げて

まいりましたが、昨年の世界大会から半年後に行われた 6月の第 33回全日本ウェイト制大会より、新たに改定されたルールの下で

試合が行われることになりました。このルール改定は、大山倍達総裁が 50年前に直接打撃制を提唱して競技化した原点に立ち返る、

いわば原点回帰的な見直しを図り、温故知新的に大山総裁が目指した華麗なる組手、品格のある格調高い空手、あるいは空手道が

本来持つ武道性や実戦性の追求、さらに老若男女が同様のルールで競技できる社会体育としての安全性の確保という主旨で検討を

重ねて施行されたものです。 

 今回のルール改定は今まで以上に技術点を高く評価することから、一瞬の油断も許されない緊迫した試合展開が続き、競技とし

ての醍醐味も以前より大きく増しているのが特徴ですので、御観戦の皆様にはぜひ一つ一つの試合に注目して頂きたいと思います。 

また、前述の世界大会はベスト 8にヨーロッパ勢が 2名、ロシア勢が半数の 4名、空手母国である日本は 2名が入賞したのみとい

う結果に終わりました。無差別の世界大会においては 2007年の第 9回大会以来 3大会連続で外国人選手同士の決勝戦が繰り広げら

れており、日本は久しく優勝から遠ざかっているのが現状です。 

日本が空手母国の威信を取り戻し、再びリーダーシップを取っていくためには、現在のトップ選手はもちろん、全国の選手のレベ

ルアップと若手の成長が望まれます。また現在少年部やユースで頑張っている選手達は、ぜひそれらトップ選手を目標にして、未

来のチャンピオンを目指してほしいと思います。 

そして、この全山口県大会からも全日本大会や世界大会で活躍する選手が一人でも多く誕生することを期待しております。 

極真会館は、2011年を『命知元年』と定め、「極真会館は、世界平和を目指し、武道空手道の普及による社会体育活動を通じて、

社会に有用たる人材の育成に努める」という団体活動目的と、「最強求道の志・相互互恵の志・永続繁栄の志」という３つの団体活

動指針を公式表明しました。そして、師・大山倍達が提唱した「頭は低く、目は高く、口を慎んで心広く、孝を原点として他を益

する」という教えを極真会館の理念と定め、『最強』『一撃必殺』といった武術の理想を追求すると同時に、本大会のような社会体

育活動に積極的に取り組むことで、心・技・体ともに健全な若者、健全な青少年の育成、国際交流の推進、東日本大震災・熊本地

本日は、「第 32 回全山口県空手道選手権大会」に御来場いただきまして誠にありがとうござ

います。平素より私ども極真会館の活動に多大なる御支援を賜わり、ここに謹んで御礼申し

上げます。 

また、大会開催の挨拶に併せて、4月 14日以降に発生した「平成 28年熊本地震」により亡く

なられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い

申し上げます。 

極真会館では、2011 年 3 月の東日本大震災以降、国内すべての大会やイベントを「義援金チ

ャリティー大会」として開催し、募金活動などで集められた義援金を、日本赤十字社を通じ

て被災した各地にお送りしておりました。今後は熊本地震と併せて、継続的にチャリティー

活動を行ってまいりますので、引き続き皆様方にも御協力賜わりますよう宜しくお願い申し

上げます。 



震の復興支援義援金チャリティーなど「武道を通じて社会に貢献する」という信念の下に、今後も活動に邁進していきたいと考え

ています。 

 本大会に出場する選手の皆さんには、日頃の厳しい鍛練の成果を発揮し、武道空手にふさわしい「心・技・体」を体現して、正々

堂々と試合に臨んで頂きたいと思います。また、御来場の皆様方には、御観戦を通じて、我々の活動に更なる御理解を頂き、今後

とも御支援賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

 最後になりましたが、本大会開催にあたり多大なる御支援賜りました多くの皆様方に敬意を表すると共に衷心より感謝を申し上

げ、私の挨拶に代えさせて頂きます。 

 本日は誠にありがとうございました。 

国際空手道連盟 極真会館 館長 松井章奎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この度は、第３２回全山口県空手道選手権大会に開催にあたり、ご支

援・ご協力を賜り心より感謝の意を表し心より厚くお礼申し上げます

と共に、ご来場くださった皆様に厚く感謝とお礼を申し上げます。 

 極真会館山口支部が宇部市で産声を上げて早くも３６年が過ぎま

す。その間に紆余曲折有りましたがおかげをもちまして本大会も開催

することができ、この場をお借りしてお礼申し上げます。 

 極真会館の理念である「頭は低く目は高く、口慎んで心広く、孝を

原点として他を益す」をモットーに今日まで精進してまいりました。 

社会秩序が荒廃し、教育も「ゆとり」という名のもとに自由と平和を

はき違えた者が多いことか。人として大切な「恩・忠・孝・忍・情」

をどこかに忘れ自分勝手な人間が多くなり、殺伐とした社会になりつ

つあります。親子の絆・愛。人々との絆・情はどこに消えたのか？ 

このままでは日本国はほろびるのではと危惧します。学問も大切です

が、今の社会では体力が無ければ生きていけません。地震災害の多い

世の中、自分自身を守る時代です。他力本願にならず自力本願で物事

に対処する力をつけ、また道徳を身につけ、社会に奉仕できる人間に

育ってほしいと望みます。 

 本日この大会に参加している選手の皆様は日々の鍛練の成果をいか

んなく発揮し全力を出して、最後まで正々堂々と闘ってください。「実

戦なくんば証明されず、証明なくんば信用されず、信用なくんば尊敬

されない」の言葉通り証明を見せてください。参加者の健闘と祈りま

す。 

 最後にご来場の皆様、大会開催に当たりご支援頂いた皆様、今後益々

極真会館山口県支部の応援をよろしくお願い申し上げます。  押忍 

 

 

 

 

という極真精神こそが今の社会に必要不可欠になった気がします。 



 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会役員一覧 

大会最高審判長 河岡 博實 （極真会館 中国地区 本部長） 

大会実行委員長 河岡 晶俊 （極真会館 山口県支部 支部長） 

大会実行委員 芝崎  登・本多 義博・赤瀬 竜平 

大会医師 富士岡 隆（医師） ・ 赤瀬 寿枝（看護婦） 

山口県支部 慈地  学・中村  聡・芝崎  登・本多 義博・外掘 徹雄・落合 真一・勝井 久美 

審判員     池本 哲治・山根 栄治・寺田 勝法・渋谷 誠哉・村田 幹郎・和﨑 弘志・大島  繁 

山西  練・近藤 勝矢  

大会事務局 河岡 園江 ・ 河岡 美香 

大会総合司会 天野 千絵 （長門道場） 

本日は第 32回全山口県空手道選手権大会へご来場いただきありがとうございます。 

今回の山口県大会においては１２月に開催される全中四国体重別空手道選手権大

会の選抜戦として開催されます。過去この大会を経て世界大会への足場として活躍し

た選手を輩出した大会でもあります。昨今の空手事情を考慮すると中々強い選手を育

成することが難しい状況ではありますが、確実に力をつけ全国区の大会に挑戦する生

徒が徐々に育ってきています。父兄の皆さまに於かれましても数年後を見据え指導

者・保護者・当人と三位一体で山口支部を代表する選手の育成の第一歩として、ご協

力を賜りますよう改めてお願い申し上げます。 

「千日をもって初心とし、万日をもって極みとする」という極真の由来通り今大会

に出場される選手の皆さんは日々の稽古に汗水を流して参加されたことと思います。 

本日参戦される選手の皆さんは、自分を育て導いて下さった方々への感謝の気持ち普

段一緒に鍛練してきた仲間への感謝の気持ちを忘れず、単なる勝負にこだわるのでは

なく、本日の試合を自分を高めてくれる機会と捉え、全力を尽くして頑張ってくださ

い。最後になりましたが、今大会の開催にあたりご尽力賜りました関係者各位、大会

開催にあたりご支援賜りました皆様、参加して下さった選手の皆様、また大会役員

の皆様に心よりお礼申し上げます。今後もご指導ご鞭撻を頂きますよう宜し

くお願い致します。                    押 忍 



大会式次第 
 

 

 

開会式     【ＡＭ １０：００】 

開会太鼓                     本多 義博 弐段 

大会宣言        本部直轄島根松江道場   中村  聡   

大会最高審判長挨拶   中国地区本部長      河岡 博實 本部長 

ルール説明       説明           外掘 徹雄 参 段 

            演武者   山西 練 初段・近藤 勝矢 初段 

選手宣誓                     石﨑 文也 初 段 

 

 

試 合 進 行 

 

◆型試合開始         

 ◆ 型試合        【AM １０：３０】 

   Aコート       Ａ－１ ～ Ａ－１９ 【一般男女の型】 

    Bコート    Ｂ－１ ～ Ｂ－２２ 【小学１年～小学６年の型】 

◆ 試合終了後 御昼休憩  【終了予定  AM １１：４５】 

 

御昼休憩  ※係員は PM１２：４５分になったら選手を集める 

 

◆ 組手試合開始予定    【再開予定  PM １３：００】 

A コート    Ａ－１ ～ Ａ－２３ 【中学～壮年の組手】 

     B コート    Ｂ－１ ～ Ｂ－２５ 【小学１～６年の組手】 

◆ 組手試合 決勝戦    【PM １５：００】 

A コート    Ａ－２４ ～ Ａ－３２ 

◆試合終了           【予定  １５：３０】 

 

 

    閉会式                  【ＰＭ １５：４５】 

    表彰式 

    役員挨拶        中国地区本部長     河岡 博實 本部長 

山口県支部長      河岡 晶俊 支部長 

    閉会太鼓                    本多 義博 弐段 

 

    終了後片づけ＆撤収終了              【予定  １６：３０】 

 

 

 

 

 

 

 



 

小学 1,２年 型 

 

 野村 朗咲 落合 爽太 野村こころ 

１．野村 朗咲(ﾉﾑﾗ ﾛｳｻ・秋穂・無級）  B-2 B-9 

２．落合 爽太(ｵﾁｱｲ ｿｳﾀ・宇部・無級）   B-16 

３．野村こころ(ﾉﾑﾗ ｺｺﾛ・秋穂・９級)    

 

 

小学 3,4 年 型 

   ﾀﾊﾗ  ｳﾀ 

４．田原 生大 （山 口・７級） 

   ﾂｼﾞﾀ ﾊｼﾞﾒ 

５．辻田 一歩 （宇 部・無級） 

ﾑﾗｶﾐ ﾚｵ 

６．村上 羚王 （小野田・９級） 

  ﾊﾔｼ  ﾚｵ                            優    勝 

７．林  玲央 （下 関・10 級） 

ﾐﾔﾍﾞ ﾀｸﾄ 

８．宮部 拓斗 （山 口・８級） 

   ｶﾜﾓﾄ ﾕｳｺﾞｳ 

９．川元 優豪 （宇 部・無級） 

  ﾀｶﾀ  ﾘｭｳﾄ 

１０．髙田 琉翔 （防 府・10 級） 

  ﾊﾅﾀﾞ ﾄｷ 

１１．花田 虎輝 （山 口・無級） 

  ｲﾄｳ  ｺｳｷ 

１２．伊藤 幸貴 （小野田・８級） 

 

 

小学５年 型 

   ｻｻｷ  ﾕｳﾄ 

１３．佐々木悠斗 （宇 部・４級） 

   ｵｵｼﾀ ﾀｲｶﾞ 

１４．大下 泰雅 （小野田・９級） 

   ﾉﾑﾗ  ｶﾅｺ                         優    勝 

１５．野村 奏心 （秋 穂・８級） 

   ﾜﾀﾞ  ｱｷﾄ 

１６．和田 空斗 （秋 穂・10 級） 

   ｵﾁｱｲ ﾐﾂﾞｷ 

１７．落合 美月 （宇 部・無級） 

  ｶﾜｵｶ ﾏﾅ 

１８．河岡 茉奈 （宇 部・５級） 

 



小学６年 型 

 

    ﾅﾘｱｲ ｶﾅﾀ 

１９．成相 翔宥 （直轄島根松江・２級） 

   ﾅｶﾏﾙ ﾘﾑ                           優    勝 

２０．中丸 力夢 （周南下松・７級） 

   ｱｵﾔﾏ ﾕｲ                        

２１．青山 優衣 （直轄島根松江・４級） 

   ﾖｼﾉ  ﾕｳﾀ 

２２．吉野 祐太 （下 関・１級） 

 

一般女子 型 

 

   ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾐ 

２３．山田佳寿美 （宇 部・１級） 

   ﾊｼﾑﾗ ｱﾐ 

２４．橋村 亜美 （防 府・１級） 

ｳｴｷ  ｱﾔｶ 

２５．植木 綾華 （防 府・１級） 

  ﾅｶﾂﾎﾞ ﾐﾐ                            優    勝 

２６．中坪 美実 （宇 部・１級） 

 ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾅ 

２７．山田 和奈 （宇 部・１級） 

   ｳｴｷ  ﾊﾙｶ 

２８．植木  遥 （防 府・２級） 

  ﾉﾑﾗ  ﾎﾉｶ 

２９．野村穂乃香 （秋 穂・２級） 

 

 

《極真会館 山口県支部 審査規定型一覧》 

      無級 四方型 太極Ⅰ 足技太極Ⅰ   

      10 級 
太極Ⅱ、Ⅲ 足技太極Ⅱ、Ⅲ 後屈立の型 騎馬立の型 

      ９級 

      ８級 
平安Ⅰ、Ⅱ 組手の型 三戦   

      ７級 

      ６級 
平安Ⅲ、Ⅳ 突きの型 安三（ﾔﾝﾂｰ）   

      ５級 

      ４級 太極裏Ⅰ～Ⅲ 平安Ⅴ 最破（ｻｲﾊ） 撃塞大（ｹﾞｷｻｲﾀﾞｲ） 

      ３級 鉄騎Ⅰ       

      ２級 
平安裏Ⅰ～Ⅴ 鉄騎Ⅱ 撃塞小（ｹﾞｷｻｲｼｮｳ） 転掌（ﾃﾝｼｮｳ） 

      1 級 

      初段 鉄騎Ⅲ 観空（ｶﾝｸｳ） 臥竜（ｶﾞﾘｭｳ）   

      弐段 十八（ｾｲﾊﾟｲ） 征遠鎮（ｾｲｴﾝﾁﾝ）     

      参段 五十四歩（ｽｰｼｰﾎｰ） 抜塞（ﾊﾞｯｻｲ）   



一般男子 型 

 

   ｶﾜﾉ ｼｭｳﾀﾛｳ 

３０．河野柊太郎 （防 府・２級） 

   ｲﾜﾓﾄ ﾀｽｸ 

３１．岩元  仙 （浜 田・４級）          

   ｳﾁﾀﾞ ﾀｶｼ 

３２．内田  隆 （秋 穂・無級） 

   ｶﾄｳ  ﾀｶﾔ 

３３．加藤 貴也 （秋 穂・５級） 

   ｽｷﾞﾀﾆ ｱｷﾗ 

３４．杉谷  明 （小 郡・弐段）                  優     勝 

   ﾖﾈﾀﾞ ﾀｸﾐ 

３５．米田 拓未 （秋 穂・１級） 

   ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓｷ 

３６．米田 有希 （秋 穂・１級） 

   ﾐﾑﾗ  ﾋﾛﾉﾘ 

３７．三村 博憲 （防 府・４級）          

   ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｸﾐ 

３８．徳永  匠 （秋 穂・４級） 

    ｲﾜｷ  ｺｳﾀ 

３９．岩城 洸太 （秋 穂・８級） 

   ｱﾘﾄﾐ ﾅｵｲｴ 

４０．有冨 直家 （防 府・８級） 

   ｲｼｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 

４１．石﨑 文也 （宇 部・初段） 

 

 

大会規定 

型競技（個人戦） 

 小学１年 小学２年 小学３年 小学４年 小学５年 小学６年 一 般（壮年統合） 

区分 男女混合 中学生以上 

入賞対象 組手の入賞区分と同等とする 

指定型 平安Ⅱ 突きの型 撃塞小・最破 

決勝型 

決勝戦のみ自由型で行い一人ずつ演じる。予選は同時に行う。 

（小学１年～６年は平安は可能とする） 

撃塞大・撃塞小・最破・突きの型・征遠鎮十八・観空・五十四歩 

※平安裏・三戦・転掌・抜塞・鉄騎は除外 

 

 

 

 



階級 試合時間 拳 脛 
金 

的 
頭 

下 

腹 

部 

胸 

マガ 

ウ｜ 

スド 

膝 

小１～６ 

の部（男女） 

１分３０秒/１分３０秒 

体重判定（３ｋｇ有効） 
○ ○ ○ ●    ○ 

中学の部 
１分３０秒/１分３０秒 

体重判定（５ｋｇ有効） 
○ ○ ○ ▲ ◎ ◎ ○ ○ 

高校・壮年の部 
２分/２分 

体重判定（５ｋｇ有効） 
○ ○ ○ ▲ ◎ ◎ ○ ○ 

体重判定で勝敗が決しない場合は、再延長（延長と同じ時間） 

○：各自の物を使用 ●：主催者が使用（但し公認の物であれば自分の物利用可） 

▲：主催者が準備をしますが、可能であれば自分用を用意 

◎：女子は着用義務。各自で用意 

 

小学 1,2 年男女混合 組手 

    ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞｷ  直轄島根松江 

４２．立林 柚輝 （10 級・126cm/25kg） 

   ｶﾜｽﾞ ｹｲｽｹ  小野田                     優    勝 

４３．河津 圭祐 （９級・123cm/26kg） 

   ﾉﾑﾗ  ｺｺﾛ   秋 穂                      

３．野村こころ （９級・120cm/22kg） 

   ｲｼｳﾗ ﾐｸ   直轄島根松江 

４４．石浦 美玖 （10 級・131cm/27.5kg） 

 

小学３年男女混合 組手 

    ﾀﾊﾗ  ｳﾀ   山 口 

４．田原 生大 （７級・131cm/28kg） 

   ﾑﾗｶﾐ ﾚｵ   小野田 

６．村上 羚王 （９級・123m/23kg）             優    勝 

ﾊﾔｼ  ﾚｵ   下 関 

 ７．林  玲央 （10 級・131cm/26kg） 

  ﾀｶﾀ  ﾘｭｳﾄ  防 府 

１０．髙田 琉翔 （10 級・120cm/24.3kg） 

ｲﾄｳ  ｺｳｷ  小野田 

１２．伊藤 幸貴 （８級・128cm/29kg） 

 

小学４年男女混合 組手 

 田中  輝 宮部 拓斗 中村 仁子 

４５．田中  輝 (ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ) 

（下 関・８級・ 130cm/26kg） 
 B-3 B-16 

８．宮部 拓斗 (ﾐﾔﾍﾞ ﾀｸﾄ) 

（山 口・８級・129cm/23kg） 
  B-23 

４６．中村 仁子 (ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｺ) 

 (山 口・無級・140cm/28kg) 
   



小学５年男子、小学 5,6 年女子 組手 

   ｻｻｷ  ﾕｳﾄ   宇 部 

１３．佐々木悠斗 （４級・139cm/34kg） 

   ﾜﾀﾞ  ｱｷﾄ   秋 穂 

１６．和田 空斗 （10 級・142cm/38kg） 

ｽｷﾞ  ﾕｳﾗｲ  宇 部 

４７．杉  優来 （９級・140cm/30kg） 

  ｱｵﾔﾏ ﾕｲ   直轄島根松江                   優    勝 

２１．青山 優衣 （４級・141cm/34kg） 

 ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ  直轄島根松江 

４８．池田幸次朗 （８級・145cm/43kg） 

   ﾅｶﾞｴｷ ﾙｲ    宇 部 

４９．長浴  塁 （８級・143cm/35kg） 

  ｵｵｼﾀ ﾀｲｶﾞ  小野田 

１４．大下 泰雅 （９級・150cm/40kg） 

  ｲﾜﾓﾄ ﾋﾅﾀ    小 郡 

５０．岩本 陽太 （８級・142cm/43kg） 

  ﾅｶﾂﾎﾞ ﾕｲ   宇 部 

５１．中坪  由 （６級・160cm/48kg） 

 

 

小学６年男子 組手 

    ﾄｸﾅｶﾞ ｼｭﾝﾉｽｹ 秋 穂 

５２．徳永駿之介 （７級・159cm/55kg） 

   ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ   山 口 

５３．中村 友紀 （９級・164cm/70kg） 

ﾀｹﾓﾄ ｻｸ      小野田 

５４．竹本 早功 （６級・142cm/40kg） 

  ﾖｼﾉ  ﾕｳﾀ   下関                     優    勝 

２２．吉野 祐太 （１級・145cm/35kg） 

   ｲﾄｳ  ｿｳｹﾞﾝ  小野田 

５５．伊藤 創玄 （４級・145cm/34kg） 

  ｲｼｳﾗ ｿﾗ      直轄島根松江 

５６．石浦 蒼良 （６級・152cm/40kg） 

  ﾊﾗﾀﾞ ﾏｵ   小野田 

５７．原田 真臣 （６級・144cm/44kg） 

  ﾅｶﾏﾙ ﾘﾑ      周南下松 

２０．中丸 力夢 （６級・139cm/36kg） 

 

 

中学女子 組手 

 

    ｲﾜﾓﾄ ｶﾘﾝ   小 郡                 優    勝 

５８．岩本 夏鈴 （６級・154cm/50kg） 

   ﾀﾅｶ  ｱｵｲ   下 関 

５９．田中  葵 （６級・154cm/43kg） 



中学 1 年男子 組手 

    ｶﾜﾉ ｼｭｳﾀﾛｳ   防 府 

３０．河野柊太郎 （２級・147cm/43kg） 

   ｶｻｲ  ﾘｭｳﾄ   小野田                     優    勝 

６０．笠井 隆斗 （６級・157cm/49kg） 

   ｺﾚｲｼ ｼｮｳﾘ  下 関                      

６１．是石 将利 （９級・164cm/50kg） 

   ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ   小野田 

６２．吉田 雄斗 （２級・140cm/40kg） 

 

 

中学 2,3 年男子 組手 

 

    ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓｷ   秋 穂 

３６．米田 有希 （１級・155cm/44kg） 

   ｲﾄｳ  ﾕｳｷ   小野田 

６３．伊藤 悠起 （５級・156cm/47kg） 

ﾄｸﾔﾏ ﾕｳﾄ     山 口 

６４．徳山 優人 （６級・151cm/36kg） 

  ｶﾄｳ  ﾀｶﾔ   秋 穂                    優    勝 

３３．加藤 貴也 （５級・147cm/41kg） 

   ｶﾜｵｶ ｼｮｳｺﾞ  宇 部 

６５．河岡 昌吾 （６級・180cm/60kg） 

  ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾖｼ    小野田 

６６．上田 泰義 （９級・165cm/68kg） 

  ｲﾜﾓﾄ ﾀｽｸ   浜 田 

３１．岩元  仙 （４級・158cm/43kg） 

  ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｸﾐ     秋 穂 

３８．徳永  匠 （４級・162cm/54kg） 

 

 

高校男子 組手 

 

    ﾖﾈﾀﾞ ﾀｸﾐ   秋 穂 

３５．米田 拓未 （１級・170cm/54kg） 

   ﾅｶﾞｴｷ ﾚﾝ   宇 部 

６７．長浴  蓮 （２級・175m/58kg）             優    勝 

ｺﾚｲｼ ｱﾕﾑ   下 関 

６８．是石 歩夢 （４級・161cm/69kg） 

  ｲﾜｷ  ｺｳﾀ   秋 穂 

３９．岩城 洸太 （８級・165cm/58kg） 

ｶﾜｵｶ ﾀﾂﾏｻ   宇 部 

６９．河岡 武昌 （５級・190cm/70kg） 

 

 

 



壮年 組手 

 

   ﾔﾏﾈ  ﾖｼﾋﾛ  周南下松 

７０．山根 好弘 （初段・170cm/73kg） 

   ｺﾞﾄｳ  ｱｷｵ   直轄島根松江 

７１．後藤 昭雄 （７級・170cm/68kg）          

   ﾏｷﾉ  ﾐﾁﾅﾘ  下 関 

７２．牧野 満成 （４級・168cm/ 74kg） 

   ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾋﾛ  周南下松 

７３．中嶋 政博 （８級・176cm/79kg）                優     勝 

   ｽｷﾞﾀﾆ ｱｷﾗ   小 郡 

３４．杉谷  明 （弐段・167cm/85kg） 

   ｲﾏｲ  ﾔｽﾋﾛ  直轄島根松江 

７４．今井 康裕 （４級・162cm/68kg） 

   ﾉｻｶ  ｶｽﾞﾉﾘ   周南下松 

７５．野坂 和典 （６級・170cm/78kg）          

   ｳﾁﾀﾞ ﾀｶｼ   秋 穂 

３２．内田  隆 （無級・163cm/80kg） 

    ﾌｸﾊﾞ ﾅｵﾀｹ  直轄島根松江 

７６．福庭 尚武 （６級・167cm/68kg） 

   ｶｽﾞｲ ｻﾄｼ   周南下松 

７７．数井  諭 （初段・170cm/76k） 

 

 

 



山口県支部道場所在地 

 住     所 稽古日時 責任者 

宇部道場 宇部市上宇部西沖田２５３２－１１ 
火(19:00~21:00) 

土(19:00~21:00) 

河岡 博實 

河岡 晶俊 

宇部少年部 同    上 
火(17:30~18:４0) 

土(17:30~18:４0) 

村上 輝正 

河岡 晶俊 

健康カラテ 同    上 日(10:00~12:00) 本多 義博 

下関道場 
山口県下関市大字垢田１３３９－１ 

下関市垢田体育館 要確認 

月(19:00~21:00)  

金(19:00~21:00) 

河岡 博實 

河岡 晶俊 

小野田道場 
山陽小野田市西高泊高須 

   ドラッグストア コスモス前 

水(19:00~21:00) 

土(19:00~21:00) 

河岡 晶俊 

河岡 博實 

防府道場 
防府市田島１３７２－３ 

田中ビル ２F 

火(19:00~21:00) 

金(19:00~21:00) 

河岡 晶俊 

外堀 徹雄 

山口道場 
山口市葵２丁目 

三輪クリニック ４F 

月(19:00~21:00) 

金(19:00~21:00) 

河岡 晶俊 

河岡 博實 

周南下松 

道場 

下松市北斗町２２番の３ 

富士屋ビル ２F(0833-44-5878) 

 日 (18:00~20:00) 

 水 (19:00~21:00) 
芝崎  登 

岩国道場 岩国市今津町２丁目 
月(19:00~21:00) 

金(19:00~21:00) 

勝井 久美 

河岡 晶俊 

長門道場 長門市 ルネッサ長門内 
月（20:00~21:30) 

金(18:30~20:00) 

村上 輝正 

池本 哲治 

秋穂道場 
山口市秋穂町二島長浜 

山口県漁協協同組合山口支店 
水（19:00~20:30） 外堀 徹雄 

本部直轄 

島根松江道場 

島根県松江市浜佐田町 787-2 

TEL 0852-36-6828 

日(19:00~21:00) 

水(19:00~21:00) 

金(18:30~21:00) 

中村 聡 

江角 陽二 

名目良明利 

浜田分支部 浜田市下府町７２８－４ 月・木(19:00~21:00) 慈地  学 

支部ホームページ  http://branch.kyokushinkaikan.org/yamaguchi 



 

《 リアクションレジスタンスとは？ 》 

通常のジムに置いてあるウェイトトレーニング機器は最大瞬発筋力を発した際に、「負荷抜け」という重さが 

一瞬抜ける位置が発生してしまいます。リアクションレジスタンスはバネの力を利用し、軽い重量でも筋肉に 

しっかり負荷をかけ、効率よく筋力を鍛えるシステムです。年配の方、若年の方でも無理なく鍛えられます。 


